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令和2年国勢調査に

ご協力を

総合政策課　 382-7676　 382-9040

令和3年度通学区域

弾力化制度の募集

学校教育課　 382-7618　 382-9054

　国勢調査は10月1日㈭を

基準日とする、日本に住んで

いる全ての人・世帯を対象に

した最も大切な調査です。

　今回の調査では、新型コロ

ナウイルス感染拡大防止のた

め、インターホン越しに、調査

員が「世帯主の氏名」「男女

別の世帯員の数」などを聞き

取った上で、調査書類を郵便

受けなどに投函します。

　調査書類が届いた方は、イ

ンターネット回答または郵送で

の回答にご協力ください。

※調査書類の配布や受け取りは、

非接触の方法で行います。

※国勢調査業務を行う調査員は、

顔写真付き「調査員証」を必ず携

帯しています。

　将来推計に基づき、過大規

模校やそれに準じる大規模校

として対応が必要な学校につ

いて、指定校以外の学校への

就学を認める「通学区域の弾

力化」を実施しています。

　今回、旭が丘小学校および

白子中学校の通学区域に居

住する令和3年4月に新1年

生になる方で、指定校以外の

学校への就学を希望する方

を募集します。

※就学を希望する学校までの距離

が、小学校の場合はおおむね直

線で2ｋｍ以内、中学校の場合は

おおむね直線で6ｋｍ以内である

ことなどの条件があります。

※希望しても認められない場合が

あります。

申込み　10月1日㈭から30日

㈮（平日8時30分～17時

15分）までに、現在就学し

ている学校（新小学1年生

は学校教育課)へ

受入者の決定　11月中

※旭が丘小学校の1年生になる方

には、就学時健康診断の案内と

居住している校区

旭が丘小学校

白子中学校
（旭が丘小学区）

白子中学校
（桜島小学区）

白子中学校
（稲生小学区）

玉垣小学校

愛宕小学校

白子小学校

鼓ヶ浦中学校

千代崎中学校

天栄中学校

鼓ヶ浦中学校

創徳中学校

千代崎中学校

創徳中学校

就学が
認められる学校

同時に詳しい案内を送付しまし

た。白子中学校の1年生になる方

へは、在学する小学校を通じて

配布します。

※詳しくは、市教育委員会のホーム

ページをご覧ください。

　生活の中で発生する「食品

ロス」の原因に気付き、食品

ロスゼロを目指すため、モニ

ターを実施します。

対　象　市内在住の世帯

と　き　10月17日㈯～30日

㈮までの2週間

内　容　日常生活で捨てた食

品類の記録、アンケートの

回答

※終了後に、ギフトカード500円

分を進呈します。

募集数　200世帯（応募者多

数の場合は抽選）

申込み　10月4日㈰までに、直

接、電話、ファクスまたは電

子メールで廃棄物対策課へ

※直接または電話で申し込む場合

は、平日8時30分から17時15分

までです。

※詳しくは、市ホームページトピ

ックスをご覧ください。

「食品ロスゼロチャレンジ！」

モニター募集

廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214

　haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp



ジで入手できます。

※事業全体に関することは、産業政

策課へお問い合わせください。

　9月21日（月・祝）から30日㈬

まで、秋の全国交通安全運動

が実施されます。秋は日が暮

れるのが早いため、外出すると

きは反射材や明るい服装を着

用し、横断歩道では手を挙げ

て渡りましょう。また、自転車や

自動車を運転するときは、早め

にライトを点灯し、子どもや高

齢者の方を見かけたら、スピー

ドを控えるなど、思いやりのあ

る運転を心掛けましょう。

　10月は臓器移植普及推進

月間です。臓器移植は、臓器

の提供者だけでなく、広く社

会に理解と支援があって成り

立つ医療です。

臓器移植普及推進月間

健康づくり課 　382-2252　 382-4187

交通防犯課　 382-9022　 382-7603

秋の全国交通安全運動

　新型コロナウイルス感染症の

影響により休業している方など

のスキルアップを支援します。

対　象　市内在住でハロー

ワークへ求職相談している

方、または市内在住で就職

が困難になった方など

内　容　

〇ポルトガル語によるフォーク

リフト運転技能講習：長島総

合自動車学校

〇アーク溶接特別教育、ガス

溶接技能講習、クレーン運

転業務特別教育、フォーク

リフト運転技能講習、高所

作業車運転技能講習、玉掛

け技能講習、ポルトガル語

による玉掛け技能講習など：

鈴鹿地域職業訓練センター

※その他の講習や日程などは、市ホ

ームページをご覧ください。

※応募多数の場合は先着順です。

受講料　無料

申込み・問合せ

　各職業訓練所へ事前に電

話予約した上で、必要書類

を提出してください。

・長島総合自動車学校

（桑名市長島町西外面1306

　0594-42-0511）

・鈴鹿地域職業訓練センター

（鈴鹿ハイツ1-20　387-

　1900）

〇必要書類　

　参加申込書、本人確認書類

（市内在住の確認）、ハロー

ワーク受付票（求職中の方

のみ）、休業証明書（休業中

の方のみ）

※参加申込書などは市ホームペー

鈴鹿市スキルアップ
応援事業

産業政策課 　382-8698　 382-0304　

　臓器移植の普及のために

は、私たち一人一人が臓器提

供について考え、家族と話し

合い、自身の臓器提供に関す

る意思表示を行うことが大切

です。運転免許証や健康保

険証、マイナンバーカードの

意思表示欄に、自身の意思を

記入しておきましょう。

問合せ　（公財）三重県角膜・

腎臓バンク協会（　059-

224-2333 平日8時30分～

17時15分）

対　象

①骨髄などの提供者：市内に住

所を有し、日本骨髄バンクが

実施する骨髄バンク事業で、

骨髄などの提供を完了した方

②雇用事業者：骨髄などの提供

が完了した日から引き続いて

①の方を雇用している、市内

に本店または主たる事業所

を有する事業者（ドナー休暇

骨髄などの提供者支援

健康づくり課 　382-2252　 382-4187

※詳しくは長寿社会課へお問い

合わせください。

対　象　鈴鹿市・亀山市内で

令和3年度から地域包括

支援センター運営業務を

受託しようとする法人

と　き　10月2日㈮14時から

ところ　市役所本館12階 

　1203会議室

申込み　9月30日㈬までに、

申込書をファクスまたは電

子メールで鈴鹿亀山地区

広域連合へ

※詳しくは、鈴鹿亀山地区広域連

合ホームページ（　 https://

www.suzukakameyama-

kouiki.jp/）をご覧ください。

申込み　10月2日㈮から31日

㈯(消印有効)までに、申込

用紙に必要事項を記入の

上、郵送で鈴鹿亀山不動

産事業協同組合（〒510-

　0253 寺家町1085-1

373-6802）へ

※申込用紙は三重県各建設事務

所または鈴鹿亀山不動産事業

協同組合で入手できます。

◆休日窓口

と　き　 9月2 7日㈰ 9 時～

12時

◆夜間窓口

と　き　9月29日㈫・30日㈬

県営住宅10月定期募集

住宅政策課　 382-7616　 382-8188

納税の休日・夜間窓口
納税課 　382-9008　 382-7660

鈴鹿亀山地区広域連合

369-3204　 369-3202

skkaigo@mecha.ne.jp

地域包括支援センター
運営業務委託法人
公募説明会

制度を導入している事業者

を除く）

助成金額

①：通院、入院日数×2万円（1回

の提供で10万円を限度）

②：通院、入院日数×1万円（1回

の提供で5万円を限度）

申込み　骨髄などの提供後、

90日以内に所定の申請書

を健 康づくり課（ 土・日曜

日、祝日、年末年始を除く

8時30分から17時15分

まで）へ

※申請書は市ホームページで入手

できます。

問合せ　骨髄移植ドナーにつ

いて：日本骨髄バンク（　03-

　5280-1789）、助成制度に

ついて：健康づくり課

令和元年度決算に基づい

て算定した健全化判断比率

（実質赤字比率、連結実質赤

字比率、実質公債費比率、将

来負担比率）と公営企業を対

象とした資金不足比率を公

表します。

※算定の詳しい内容は、市ホームペ

ージ（行政ガイド→計画・財政・施

策→財政→健全化判断比率及び

資金不足比率）に掲載しています。

※実質赤字額・連結実質赤字額・将

来負担額がないものを「－」で表

示しています。

※各会計とも資金不足額がないた

め「－」で表示しています。

　市の委託業者が訪問して

ふとんを預かり、丸洗い・消毒・

乾燥をしてお返しします。

対　象　在 宅で3カ月以 上

「寝たきり」などの症状によ

り、寝具の衛生管理が困難

な40歳以上の方

内　容　中ワタが、綿・合成

繊維・羊毛・羽毛のいずれ

かのふとんで、対象者一人

あたり2枚まで

※サイズは問いません（毛布は対

象外です）。

※1週間から10日間ほどお預かり

します。

※11月中に実施します。

費　用　無料（貸ふとんは有

料）

申込み　10月30日㈮までに、

介護支援専門員（ケアマネ

ジャー）または地域包括支

援センターを通じて、申請

書を長寿社会課へ

ふとん丸洗いサービス

長寿社会課 　382-7935　 382-7607

17時15分～20時

ところ　納税課

内　容　 市税の納付、納税相

談、口座振替の手続きなど

※北通用口は利用できません。

南玄関からお越しください。

対　象　6 5 歳 以 上 の 市 民

で、2日間とも受講でき、講

座終了後に地域で介護予

防のボランティアとして活

動を行う意欲のある方

※営利・非営利目的を問わず、デ

イサービスなどの事業所やス

ポーツクラブなどでの指導を

目的とした方は除きます。

と　き　10月30日㈮、11月

6日㈮10時～15時

ところ　保健センター

内　容　スクエアステップの

指導方法などの講話・実習

※スクエアステップは、楽しみなが

ら介護予防を目指す運動です。

定　員　20人

受講料　無料（認定登録料と

して2,000円は別途必要）

申込み　10月15日㈭までに、

健康づくり課へ

第8期スクエアステップ
リーダー養成講座

健康づくり課 　327-5030　 382-4187

催 し 物

　 新 型コロナウイルス感

染症の影響により、中止や

延期する場合があります。

中止などは、市ホームペー

ジでお知らせします。

健全化判断比率などを
公表します

財政課　 382-9041　 382-9040

資金不足比率
－

－

－

会計名
水道事業会計

下水道事業会計
（公共下水道事業）

下水道事業会計
（農業集落排水事業）

20

経営健全化基準

比率区分 算定結果 早期健全化基準 財政再生基準
実質赤字比率 － 11.51 20

連結実質赤字比率 － 16.51 30
実質公債費比率 2.0 25 35
将来負担比率 － 350

https://www.suzukakameyama-kouiki.jp/
http://www.city.suzuka.lg.jp/cgi-bin/kinkyu.cgi?mode=detail&no=152


※「広報すずか」の発行経費の一

部に充てるため、有料広告を

掲載しています。内容に関する

責任は広告主に帰属します。

※有料広告掲載に関するお問

い合わせは、情報 政 策課

　（　382-9036）へ　

　集中力と判断力が求められ
るサーキット走行を、プロのレー
シングドライバーからレッスンを
受けながら行います。ゲストとし
て、往年の名ドライバー多賀弘
明さんが来場します。
対　象　運転免許を所持する

50歳以上の市民
※鈴鹿モータースポーツ友の会

会員であれば、市外の方も参

加できます（会員優先参加枠

有。当日入会可。入会費・年会

費計3,000円別途必要）。

と　き　10月20日㈫9時～
17時30分（予定）

ところ　鈴鹿サーキット南コー
ス（小型の中低速コース）
講　師　 畑 川 治さん、福 山

英朗さん、脇田一輝さん、
水谷竜也さん

定　員　25人（先着順）
※参加者には10月5日㈪までに

案内を送付します。

車両規定　ナンバー付きであ
れば 、軽自動 車から商 用
車、ミニバンでも可

※トラックやオープンカーは不可

参加料　3,500円（昼食各自
負担 傷害保険料500円込）
申込み・問合せ　9月25日㈮か

50歳以上限定サーキット走行会

「脳内活性inサーキット」

地域資源活用課　 382-9020　  382-0304

ところ　大黒屋光太夫記念館
展示室（若松中1-1-8）

観覧料　無料　　
※先着800人に展示内容を解

説した図録を配布します。

◆水筒で飲む「鈴鹿茶モニター」

募集

　市特産品であるかぶせ茶
の消費を拡大するため、「鈴
鹿 茶モニター 」を募 集しま
す。モニターとして下記の内
容を実施された方には、記念
品のプレゼントもあります。
対　象　市内在勤の方
内　容　水 筒にかぶせ茶を

入れて一カ月間 飲用した
上で、自身のS N Sなどへ
の 発 信とアンケートへ の
回答
参加料　 無料
定　員　 200人（先着順）
申込み　10月1日㈭9時から、

件名「鈴鹿茶モニター参加
希望」・住所・氏名・電話番
号・勤務先を記入の上、電子
メールで事務局（太門通商㈱
　tmn2020@tamon-tsu

　syou.jp　370-0878）へ
※参加者には、後日、モニター必

要品（水筒や茶葉など）を送付

します。

問合せ　農林水産課、事務局

鈴鹿茶を飲もう

農林水産課　 382-9017　 382-7610

◆「お茶の入れ方講座」出張

開催

　日本茶インストラクターが出
向き、市特産のお茶に関する
豆知識や、急須を使った美味
しいお茶の入れ方を伝えます。
　公民館でのクラブ活動や
企業研修としてもご活用くだ
さい。
※茶道具や茶葉の準備、講師の

手配の必要はありません。

開催可能期間　10月1日㈭～
令和3年2月28日㈰

※土・日曜日、祝日も含みます。

受付数　40講座程度（先着順）
開催料　無料
最低催行人数　 10人以上
申込み・問合せ　電話で鈴鹿

市茶業組合事務局（農林
水産課内　382-9017）へ

◆お茶とお茶スイーツラリー

　市内の鈴鹿茶販売店と鈴
鹿茶を使用したスイーツ販売
店を巡る「お茶とお茶スイーツ
ラリー」を開催します。
期　間　10月1日㈭～令和3

年1月31日㈰
参加条件　農林水産課、（一

社）鈴鹿市観光協会または
参加店舗でチラシ（スタン
プ台紙を含む）を入手して
ください。
※詳しくは、市ホームページま

たは掲示ポスターをご覧くだ

さい。

公証人による無料相談

市民対話課　382-9004 　382-7660

ら電話または電子メールで
NPO法人鈴鹿モータース
ポーツ友の会（中野　080-

　4537-2005 9時～18時
　　smsa@mecha.ne.jp
　　http://www.suzuka-
　msa.jp/）へ

と　き　10月3日㈯10時～
16時

ところ　津 合 同 公 証 役 場
（津市丸之内養正町7-3　
山田ビル）
内　容　遺言・相続・離婚・各

種契約など
定　員　 10人程度
参加料　 無料
申込み　 電話で津合同公証

役場（　059-228-9373）へ

　みなもと太郎さん原作の漫
画『風雲児たち』から、大黒屋
光太夫が登場するシーンの原
画を展示します。昨年度、歌舞
伎にもなった話題作を通じて、
光太夫の生涯を紹介します。
と　き　9月30日㈬～11月

23日（月・祝）10時～16時
※休館日は、月・火曜日、第3水曜

日です（11月23日は開館）。

大黒屋光太夫記念館

開館15周年記念特別展

文化財課　 382-9031　 382-9071

対　象　 市内在住の中学生
以上の方

と　き　10月25日㈰9時～
18時

※昼食休憩が 1 時間あります。

　昼食や飲み物などを各自ご持参

ください。

ところ　 消防本部・中央消
防署4階 多目的室（飯野寺
家町217-1）

内　容　 応 急 手 当の 重 要
性、成人・小児・乳児の心
肺蘇生法の習得、AEDの
取り扱い要 領 、異 物 除 去
法、止血法、傷病者の管理
法、搬送法など

※人工呼吸の実技は実施しません。

※動きやすい服装で、筆記用具およ

びハンカチ（タオル可）を用意くだ

さい。

※後日、修了証を発行します。

※マスクを着用するとともに、手洗

い、うがい、咳エチケット、手指消

毒にご協力ください。

※発熱や体調不良の場合は、受講を

控えてください。

※新型コロナウイルス感染症の影

響により、中止または時間を短縮

する場合があります。

定　員　15人程度
参加料　 無料　
問合せ・申込み　中央消防署
（　382-9164）へ　

上級救命講習受講者募集

中央消防署　 382-9165　 382-3905

◆鈴鹿茶－キット

　鈴鹿市と鈴鹿サーキットが
コラボレーションして、鈴鹿茶
のPRイベントを行います。
と　き　令和3年2月28日㈰

まで
ところ　鈴鹿サーキット
内　容　鈴鹿茶200万杯プ

レゼントキャンペーン、鈴鹿
サーキットホテルで鈴鹿茶
を飲もう など

※詳しくは、鈴鹿サーキットホー

ムページをご覧ください。

対　象　小規模事業者・中小
企業者など

と　き　10月16日㈮14時～
16時

ところ　鈴鹿商工会議所 4階
大ホール

※オンラインで受講できます。

内　容　働き方改革の目的
とスケジュール、実務で発
生しうる諸問題 など
講　師　 蔵中一浩さん（横浜

リンケージ社労士事務所代
表特定社会保険労務士）
定　員　 20人（先着順）
参加料　 無料
申込み　10月9日㈮までに、

電話で鈴鹿商工会議所
　（　382-3222）へ

働き方改革関連法対応

オンラインセミナー

産業政策課 　382-8698 　382-0304

ちゃ

http://www.suzuka-msa.jp/


と　き　10月15日㈭13時

30分～16時（13時15分

までに集合）

ところ 　津地方検察庁（津

市中央3-12）

内　容　裁判員裁判法廷・検

察庁の取調室などの見学、裁

判官・検察官・弁護士などに

よる刑事手続に関する説明

定　員　18人（先着順）

参加料　 無料

申込み　9月2 3日㈬から、

電話で津地方裁判所総務

課（　059-226-4172

　平日9時～17時）へ

※新型コロナウイルス感染症の

影響により、中止する場合が

あります。

※マスクの着用をお願いします。

※当日、体調がすぐれない方は、

参加を見合わせてください。

対　象　市内在住の方

と　 き 　 1 1月1 5日㈰ 8 時

30分～15時（予定）

※11月14日㈯18時から準備を

行いますので、代表者は必ず

出席してください。

ところ 　AGF鈴鹿体育館

参加料　 無料

申込み　 1 0月1 6日㈮まで

に、直 接または 電 話でス

ポーツ課へ

◆抽選会

と　き　10月28日㈬19時から

ところ　飯野公民館（西條町

463）

鈴鹿市ファミリーバドミントン
大会参加チーム募集

スポーツ課 　382-9029 　382-9071

裁判所・検察庁・弁護士会
共同見学会

市民対話課　382-9004 　382-7660

植物防疫法の規定に

より、植物防疫官の検

査を受けて合格しなければ、

種子などの植物は輸入がで

きません。外装に合格のスタ

ンプ（植物検査合格証印）が

ない場合は、開封せずに植

物防疫所へご相談ください。

　また、外装が未開封であ

れば配達後に受け取りを拒

否することもできますので、

郵便局へご相談ください。

〇植物の検疫について

　名古屋植物防疫所

　四日市出張所

　　　352-3896

市政に対するご意見などは、
市民対話課へ

〒513-8701（住所不要）

382-9004　　382-7660

　http://www.city.suzuka.lg.jp/
　mail/iken/index.html

注文をしていないのに

海外から植物の種子

が届きました。自宅の庭に植

えても大丈夫でしょうか。

SUZUKA CITYSUZUKA CITY市 民 の 声市 民 の 声

　このコーナーでは、インターネ

ットや郵送などにより届けられた

皆さんのご意見と、それに対する

市の回答を紹介します。

注文していない植物の種子について

◆骨盤ヨガ教室 体験会

対　象　18歳以上の方

と　き　10月22日㈭13時～

14時

ところ　水泳場 スタジオ

内　容　骨盤を矯正するため

のヨガを楽しく行います。

講　師　村中圭子さん

定　員　10人

参加料　無料

申込み　事前に電話でお問い

合わせの上、鈴鹿地域職業

訓練センターの窓口へ

◆アーク溶接特別教育

と　き　 11月10日㈫～12日

㈭8時30分～17時

受講料　9,900円（教材費込）

申込み　10月7日㈬から

◆フォークリフト運転技能講習

（31時間講習）

対　象　普通自動車運転免

　許証をお持ちの方　

と　き

①学科：11月10日㈫8時～17

鈴鹿地域職業訓練センター
11月の講座案内

鈴鹿地域職業訓練センター

　387-1900 　387-1905

定　員　10人（定員を超え

た場合は選考）

受講料　 無料

申込み　10月9日㈮までに、

所定の申込書に必要事項を

記入の上、直接、郵送または

ファクスで鈴鹿市シルバー

人材センター（〒513-0801

神戸1-17-5）へ

※申込書は鈴鹿市シルバー人材

センターで入手できます。

※この就業体験は、高齢者活躍

人材確保育成事業として(公社)

三重県シルバー人材センター連

合会が厚生労働省から受託して

実施します。

申込み　9月23日㈬から直接

水 泳 場 窓口またはホーム

ページで

◆アンチエイジングヨガ

対　象　18歳以上の女性

と　き　10月9日・23日・30日

（各金曜日）11時～12時

ところ　水泳場  会議室

内　容　体幹を使うポーズを取

り入れ、10年後の自分に感謝

されるカラダづくりをします。

講　師　Ricoさん

定　員　15人

参加料　3,300 円（税込）

◆背骨ととのえヨガ

対　象　18歳以上の女性

と　き　10月14日・21日・28日

（各水曜日）11時～12時

ところ　水泳場  会議室

内　容　背骨を整えるやさし

いヨガでバランス感覚と体

幹を養います。

講　師　Ricoさん

定　員　15人

参加料　3,300 円（税込）

スポーツの杜鈴鹿短期教室

三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

　392-7071　 372-2260

※代表者は必ず出席してください。

　児童・生徒の交通安全に

関する募集作品から、上位入

賞者を展示します。

と　き　 9月30日㈬まで

ところ　鈴 鹿 ハンター3 階

市民ギャラリー

　学校へ行きづらいと感じて

いるお子さんに対して、家族

がどのように接して支えるの

かを一緒に考えるため、保護

者の交流会を行います。

対　象　市内小・中学校児

童・生徒の保護者

と　き　9月30日㈬、10月20

日㈫、11月13日㈮、12月7日

㈪、1月20日㈬、2月18日㈭、

3月12日㈮ 14時～15時30分

ところ 　市役所西館1階

　適応指導教室（けやき教室）

定　員　10人程度

参加料　無料

申込み　開催日までに、直接

または電話で教育支援課へ

対　象　シルバー人材セン

ターでの就業を目指す地

域の高齢者（60歳以上）

と　き　10月28日㈬9時～

12時（雨天時は10月29日

㈭に順延）

ところ 　鈴鹿フラワーパーク

（加佐登町1690-1）

高齢者のための
公園管理就業体験

(公社)シルバー人材センター

  382-6092　 382-6093

学校へ行きづらい子の保護
者の交流会「ほっとさろん」

教育支援課　 382-9055　 382-9053

令和2年度交通安全図画・
ポスターの展示

交通防犯課　382-9022　 382-7603

 農林水産課

　 382-9017　　382-7610

　 norin@city.suzuka.lg.jp

・

検査を無事通過した郵便物に

は検査を実施した植物防疫所

の名前が入った植物検査合格

証印が押されます

検査済の
印はこれ！

時30分、実技：Ⅰコース 11月

15日㈰・21日㈯・22日㈰、Ⅱ

コース 11月11日㈬～13日

㈮、 Ⅲコース 11月17日㈫～

19日㈭8時～17時15分

②学科：11月24日㈫8時～

17時30分、実技：Ⅰコース 

11月25日㈬～27日㈮、Ⅱ

コース 12月1日㈫～3日㈭

8時～17時15分　

受講料　2万8,000円（教材

費込）

申込み　10月1日㈭から

　新型コロナウイルス感染拡

大防止のため、次のイベント

を中止します。

◆2020年匠の里・伊勢型紙

フェスタ

問合せ　伝統産業会館

　（ 　 386-7511）

◆三重矯正展

問合せ　三重刑務所処遇部企

画部門（作業　059-226-

　9144　 059-226-9171）

◆令和2年度「初心者のため

のモータースポーツおも

しろ体験・講座」

・

イベントの中止

問合せ　地域資源活用課

（　382-9020　382-0304）

◆考古博物館イベント

・歴史公園完成記念特別展

「国分寺」

・歴史公園完成記念シンポ

ジウム「国分寺～過去・現

在・未来～」

・伊勢国分寺まつりｉｎすずか

・博物館入門講座「瓦を学ぶ

1.1－伊勢国分寺の瓦－」

・寺院・官衙シリーズ講演会第

1回奈良の都の寺を掘るⅤ

「東大寺東塔院の発掘調査」

問合せ　考古博物館(　374-

　1994　374-0986)

　令和3年鈴鹿市消防出初

式は、新型コロナウイルス感

染拡大防止のため、一般公

開を中止し、県消防学校にお

いて消防関係者のみで行い

ます。

※出初式の様子は、市消防本部

ホームページやツイッターに

掲載します。

鈴鹿市消防出初式
一般公開中止

消防総務課　 382-9162　 383-1447
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